
国立がん研究センター研究所分子細胞治療研究分野・分野長
落　谷　孝　広

（聞き手　池田志斈）

　国立がん研究センターのチームが「血液１滴で13種類のがんを診断する」と
いう画期的な研究成果を伝える報道がありました。この診断の詳細と、どこへ
行けば受検できるのか、費用などについてもご教示ください。

＜岡山県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　マイクロRNAについてご教示ください。
　最近血中マイクロRNAをがん検診に応用する治療が開始される旨の報道を見
受けました。

＜大阪府開業医＞

血液によるがん検診

　池田　落谷先生、今回は質問が２題
来ていまして、血液１滴を使って13種
類のがんを診断する。現実的にはマイ
クロRNAを使ってという質問ですけ
れども、マイクロRNAというのはど
のようなものなのでしょうか。
　落谷　マイクロRNAというのは、
字のごとく、小さなRNAということ
で、核酸の一種です。皆さんも、我々
の体のゲノムというのは非常に重要だ、
DNAがいわゆる我々の体の設計図を
なしているということはよくご存じだ
と思いますが、人間のゲノムの数とい

うのは２万ちょっと。実はこれは齧歯
類であるマウスとあまり変わらないの
ですが、人間のマイクロRNAの数は
齧歯類に比べて圧倒的に多いというこ
とがわかっています。つまり、我々人
間は進化の過程でゲノムの数はあまり
いじれなかったのだけれども、マイク
ロRNAの数と種類を増やすことによ
って進化してきたといえます。つまり、
マイクロRNAというのはゲノムを微
に入り細を穿って調整する、いわゆる
ファインチューナーのようなものだと
考えられています。

　池田　messenger RNAのように蛋
白質になっていくのではなくて、それ
自体が機能を持つRNAということな
のですね。
　落谷　そのとおりです。実は、まさ
に今おっしゃっていただいたように、
蛋白質をコードしない、いわゆるnon 
cording RNAの一種で、22塩基という
非常に小さなRNAです。これそのも
のがゲノムの働きを調節する。そうい
った大きな役割を担っています。
　池田　こういったRNAが血液の中
に流れているということですが、不思
議なのは、普通RNAはすぐ分解され
てしまいますよね。なぜこれが活性を
持ったまま流れているのでしょうか。
　落谷　それがとても重要なところで
す。実は、正常な細胞も、あるいはが
んのような少し変わり者の細胞も、こ
のマイクロRNAというのを細胞の外
に分泌している、そういった事実がだ
んだんわかってきました。でも、マイ
クロRNAはRNAですから、DNAより
も分解されやすい。ところが、血中に
ある程度とどまって流れている。この
理由は、エクソソームという100ナノ
メートル前後の小胞体にパッケージン
グされて分泌されている、そういった
事実があったのです。
　池田　守られて流れているというこ
とですね。
　落谷　はい。
　池田　先生のお話を聞くと、たくさ

んの種類のマイクロRNAがあるのだ
と思うのですけれども、どのくらいの
ものがあるのでしょうか。
　落谷　実際に人間の細胞の中には、
現在、2,588種類くらいのマイクロRNA
があるといわれています。この中で細
胞が分泌して、多くの皆さんの血液中
をめぐっているマイクロRNAの種類
はだいたい1,000種類ぐらいと考えられ
ています。
　池田　1,000ですか。その中から、が
んに関係するものというと何種類ぐら
いあるのでしょうか。
　落谷　そこが大事なところで、健康
な方が残念ながらがんのような病気に
なると、実は100種類前後が変化する
といわれています。つまり、がんの方
は健康な方とは異なる種類と異なる量
のマイクロRNAが、100種類ぐらい流
れているということです。
　池田　がんの種類によって増えたり
するのかと思いますが、量的なものは
どのように解析されるのでしょうか。
　落谷　実は血液中を流れるマイクロ
RNAの解析方法はいろいろなタイプ
があります。例えば、皆さんご存じの
いわゆるarrayのようなかたちで、す
べてのマイクロRNAの種類をハイブ
リダイゼーションという手法で読み取
ってしまうもの、あるいは最近最も世
界中ではやっているNGS、つまりゲノ
ムをシークエンシングする。その手法
でマイクロRNAも読み取れます。こ
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ういったかたちで、ある特定のマイク
ロRNAのいわゆるコピー数を正確に
血液中で把握することができるように
なってきました。
　池田　100を一遍にやるというのは
技術的にもたいへんだし、コストもだ
いぶかかると思うのですけれども、そ
の辺はいかがでしょうか。
　落谷　実際にはがんで変化するのは、
そのがんごとにだいたい100種類前後
と考えられますけれども、その100種
類の中から最もよい組み合わせを選ん
で、そのがんであることを正しく判定
する、こういったかたちに持ち込みま
す。そうなりますと、だいたい一つの
がんを決定するのに３～５種類前後で
最も良い精度を出せるということがわ
かってきました。
　池田　それは過去の先生方の膨大な
研究の成果で３つから５つに絞れたと
いうことですね。
　落谷　そうですね。私どものプロジ
ェクトでは、１つのがん種ごとに何千
検体という解析をしていますので、非
常に正確な答えが出ます。その結果、
どのがんを見つけるのにも、だいたい
３～５種類ぐらいのマイクロRNAで
十分であるということがわかりました。
　池田　がんにかかっているかどうか、
心配な方がいらっしゃいますけれども、
不幸にしてすでに早期ではなくて進行
した場合もありますね。早期がんのマ
イクロRNAの発現量と進んだ場合の

マイクロRNAの発現量、これは異な
るのでしょうか。
　落谷　とても大事なポイントですね。
実は、我々はがんを早期に発見する、
つまり、がんの早期診断のマーカーと
してこのマイクロRNAを研究してき
て、13種類のがんを早く見つけるため
のマイクロRNAが決まりました。今、
実際にこういった早期発見のマイクロ
RNAが、ステージが進んだ場合でも同
じように出ているというがんもわかっ
ていますので、実はこのマイクロRNA
というのはどのステージでも、そのが
んを正しく判定できる。そういったマ
ーカーになる可能性も出てきました。
　池田　逆に言いますと、早期でも、
ある程度進行しても、両方の診断に役
に立つということですね。
　落谷　そうですね。
　池田　よく原発不明のがんという困
ったものがありますが、そういったも
のにも使える可能性があるということ
ですか。
　落谷　非常に期待が持てるポイント
だと思っています。実は、もうすでに
がんの組織においては、病理医の先生
が非常に判断に困るがんにおいて、マ
イクロRNAのプロファイルを調べる
ことで、がんの判別に非常に役に立っ
たという例がすでに知られています。
我々の血液中のがんのマイクロRNA
も、ひょっとしたらそういったことも
可能かもしれません。

　池田　今後応用がきく手法でもある
ということですね。一方で、従来の腫
瘍マーカーがありますが、それはいっ
たい何だったのかという考えもありま
すね。
　落谷　今世界中に腫瘍マーカーは42
種類以上あるといわれていますけれど
も、これはもちろん臨床の現場でドク
ターがお使いになるのに非常に重要な
マーカーだと思います。ところが、残
念なのは早期発見、がんの早期診断に
はなかなか向かないということがずっ

といわれてきました。おそらくその理
由は、こういった腫瘍マーカー、従来
のものはがん細胞の表面の、ある蛋白
質を目印にして、がん細胞がある程度
大きくなって増えてきて、そして栄養
が来ない、あるいは酸素が足りないと
いうことで壊死をする、がん細胞が死
ぬことによってばらばらになって、偶
然に血液中に漏れ出てくる。こういっ
たものを見つけていたということなの
で、なかなか早期診断ができないとい
うことだったのだと思います。

図１

１．感度特異度の高い早期診断マーカーはがんの死亡率を改善し、医療費削減に貢献
２．  国立がん研究センターのバイオバンクの豊富な検体、臨床情報を効率的に活用する
ことで迅速な開発が可能である（５年後の実用化をめざす）

３．早期診断のみならず、治療効果予測、新規薬剤の開発への応用も期待できる
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　池田　２つの要素ですね。大きくな
る、そして死んで血液に暴露する。こ
れですと、偶然みたいなものが多いわ
けですね。
　落谷　そうですね。
　池田　ちょっと究極の質問かと思う
のですけれども、どこに行けば検査を
受けられるのか、費用などはどうかと
いうご質問なのですが。
　落谷　多くの国民の皆さん、あるい
は診断などの医療に従事される先生方
も、それについては非常に関心が高く
て、よく質問をいただきます。実際に
今我々の研究段階では、13種類のがん

の早期発見のマイクロRNAがほぼ同
定されました。でも、現在やっている
前向きの臨床研究と申しますのは、実
は新たにがんになられた方の血液をい
ただいて、本当にこれが正しいかどう
かを慎重に見ています。この研究が終
わるのがおそらくあと１年から１年半。
それが済みますと、企業の方がいわゆ
る体外診断薬というかたちで国に申請
するということになります。それが認
められると、使えるようになる。どこ
でこの検査を受けることができるかと
いうことですけれども、我々が想定し
ているのは人間ドックや、あるいはが

んの一次検診センターのようなところ、
そういったところで受けていただくこ
とができる。
　池田　先生方がずっと３つから５つ
の候補のマイクロRNAに絞る過程で
使われていたものはどんなサンプルな
のでしょうか。
　落谷　実際には私ども国立がん研究
センターが持っていますバイオバンク
といったものです。本当にありがたい
ことに、これは患者さんから、残った
検体はどうぞ研究に使ってくださいと
いう承諾をいただいた上で保存されて

います。でも、残念ながら、２～５年
たちますと、どうしてもマイクロRNA
は壊れてきますので、その差を見てい
る危険性があるため、新たに今フレッ
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